
Ｎｅｖｅｒ ｇｉｖｅ ｕｐ！

島でねばる
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アドバンス・ケア・プランニング編

Advance Care Planning
アドバンス・ケア・プランニングとは？

万が一のときに備えて，あなたの大切にしていることや望み，

どのような医療や介護を望んでいるかについて，自分自身で考え

たり，あなたの信頼する人たちと話し合ったりすることを「アド

バンス・ケア・プランニング（愛称：人生会議）」といいます。

氏名

人生会議ノート



はじめに

もし，病気になったり，体が不自由になったとしたら，
あなたはどのように生きたいですか？

誰にでも，医療や介護など，『誰か』の支援を必要とする時はいずれ訪れます。

その『誰か』は，今頼りにしているご家族や友人かもしれませんし

おひとりの方にとっては，
まだ見ぬ方や，身の回りのお世話をしてくれる専門職かもしれません。

将来，あなたを支援する『誰か』は
きっと，あなたにとって『大切な人』で

そして，あなたは，その『誰か』の『大切な人』です。

「人生会議」は，
もしもの時にあなたの『大切な人』が

あなたの代わりに，治療や介護について難しい決断をする場合に
重要な助けとなります。

もしかするとこのような事前の話し合いは必要ないかもしれません。

でも，
話し合いをしておけば，

万が一，あなたがご自身の気持ちを話せなくなった時には
心の声を伝えることができるかけがえのないものになると思います。

そして，『大切な人』たちの心の負担が軽くなるとともに
人生をより自分の希望に沿った豊かなものにすることができるでしょう。

あなた自身と『大切な人』のために，
あなたご自身の思いをきちんと文字に残しておきましょう。



氏名（ふりがな）
（ 男・女 ）

生年月日

年 月 日

現住所 本籍

電話 携帯電話 血液型

型

あなたのプロフィール

日課や楽しみ
よく出かける

場所

趣味・特技 資格

好きなこと

(食べ物・音楽・ＴＶ等)

嫌いなこと

(食べ物・音楽・ＴＶ等)

してみたい事 行ってみたい所

頼りに

している人①

頼りに

している人②

あなたに関する大切な情報

通院中の病院（かかりつけ医は☆） 治療・経過観察中の病気

☆

記入日 年 月 日

緊急連絡先１ 緊急連絡先２

氏名（続柄） 氏名（続柄）

住所 住所

電話 携帯電話 電話 携帯電話



ご自身の思いを
伝えてみましょう

あなたの大切な人に、もしものときにあなたが
望んでいたことと、周りの人の考えが違うときは、
どのように判断してほしいかを伝えておきましょ
う。
希望や思いは、その時々によって変わっていく

ものです。その都度ノートの内容を見直し、大切
な人と繰り返し話し合い、共有しておくことが大
事です。

⑤
ステップ

ご自身の思いについて
皆で話し合いましょう

いざというときに望む治療や介護を受けられる
よう、あなたが大切にしていることを代理人や
医療者と話し合って、ご自身の希望や思いにつ
いて理解を深めておくことが重要です。

例えば…
☑ できる限り長く生きることを重視した治療を

受けたい
☑ 病気の治療よりも、苦痛を軽くするための治

療を受けたい
☑ 自宅で、大切な人のそばで、最期を迎えたい

など

④
ステップ

かかりつけ医に
相談してみましょう

あなたの身体のことについて知っておくこ
とも大切です。現在病気がある場合は、ご自
身が望む治療を受けられるよう、代理人と一
緒に必要な情報を確認してみましょう。

例えば…
☑ 病名・病状、今後自分の身体がどのように

変わっていくか
☑ 選択可能な治療と、それぞれの治療のメリ

ット・デメリット など

③
ステップ

ご自身の希望や思いに
ついて考えてみましょう

あなたにとって，最も大切な思いはなんですか？

例えば…
☑ 大切な人のそばにいること
☑ 家族などの負担にならないこと
☑ 地域との関りを続けられること など

①
ステップ

心を打ち明けられる人は
誰か，考えてみましょう②

病状などにより、あなたが自分の考えや思いを
伝えられなくなったときに、あなたの価値観や
考え方を大切にして、あなたの代わりにあなた
の思いを伝えてくれる人（代理人）を選んでお
くことが大事です。

ステップ

あなたが自分の考えを伝えられなくなった場合に備えて，

前もって治療や介護に対する希望を信頼できる人に

伝えておくことは，重要なことです。



※ このノートに，法的な拘束力はありません。法的効果を発揮したい場合は，遺言書を活用しましょう。



１．もし生きることができる時間が限られているとしたら，あなたにとって大切なこ

とはどんなことですか？（複数回答可）

□一日でも長く生きられるような治療

□病気が完治することを目指した治療

□病気の治る見込みが半分以上あれば，できるだけ積極的な治療を希望，半分以

下なら治療を希望しない

□苦痛を和らげ，自分らしさを保てるような治療

□できるだけ自然な形で最期を迎えられるような必要最低限の治療

□その他（ ）

□自宅 □施設 □病院 □わからない

□その他（ ）

ステップ１：ご自身のことを考えてみましょう

～自分にとって大切なものは…～

□家族や友人など，大切な人のそばにいること

□ひとりの時間が保てること

□身の回りのことが自分でできること

□趣味などの活動や好きなことが少しでも続けられること

□仕事や地域との関わりなど，社会的な役割をできるだけ続けられること

□自分が経済的に困らないこと

□家族などが経済的に困らないこと

□家族などの精神的な負担にならないこと

□少しでも長く生きるために，安心した医療が受けられること

□痛みや苦しみが少ないこと

□その他（ ）

-１-

２．ご家族や友人が重い病気や命に関わる重篤な状況になった時，または，テレビ等

で危篤の場面を見て，どのような治療や支援がいいなと感じますか？（複数回答可）

・・・ ・・

３．ご家族や友人が重い病気や命に関わる重篤な状況になった時，どこで治療や支援

を受けてほしいと思いますか？（複数回答可）

・・・ ・・



記入日 年 月 日

４．もしご自身が，重い病気や命に関わる重篤な状態になり，「生き続けることは大
変かもしれない」と感じるとすれば，どのような状況でしょうか？（複数回答可）

□身の回りのことが自分でできない

□自分で清潔さを維持できない

□食べたり飲んだりすることができない

□周りに自分の気持ちや考えを伝えられない

□人工呼吸器など，機械の助けがないと生きられない

□つらい痛みが続く

□その他（ ）

５．もしご自身が，４で考えていただいたような「生き続けることは大変かもしれな
い」と感じる状態になったとしたら，どのような治療を望みますか？（複数回答可）

５・６でなぜそう考えたか，その理由を具体的に書いてみましょう。

６．もしご自身が，重い病気や命に関わる重篤な状況になった時，どこで治療や支援
を受けたいと思いますか？（複数回答可）

□自宅 □施設 □病院 □信頼できる家族や友人の判断に任せる

□その他（ ）

□一日でも長く生きられるような治療

□病気が完治することを目指した治療

□病気の治る見込みが半分以上あればできるだけ積極的な治療を希望，半分以下

なら治療を希望しない

□苦痛を和らげ，自分らしさを保てるような治療

□できるだけ自然な形で最期を迎えられるような必要最低限の治療

□その他（ ）

-２-

・・・

・・・

・・・



ステップ２：心を打ち明けられる人は誰か考えてみましょう

～あなたにとって信頼できる人 思いを伝えられる人～

● 信頼できる人とは

― あなた自身の事をよく理解してくれている家族や友人…

― あなたがたよりにしている身の回りの手伝いをしてくれている人…

あなたが自分の考えや思いを伝えられなくなった時に,あなたの価値観や考え方を

大切にして，あなたの代わりにあなたの思いを伝えてくれる人

● 信頼できる人を決めておくと

— あなたの価値観や人生観を共有することができ，ご自身らしい生活や，治療・

介護に対する考えを伝えておくことができる

➡ あなたの考えや好みが尊重される

➡ 不確かなまま決めざるをえない重大なことを，あなたの考えを想像して周り

の人が決めることができ，気持ちの負担が軽くなる

信頼できる人とは，法的な権利や，財産分与に関係があるかないかは別として，

自分の心を打ち明けられる人です。

それは，きょうだいかもしれませんし，成人したあなたのお子さんかもしれま

せんし，信頼できる友人のこともあるかもしれません。もし，お一人の方なら，

ご自身を介護してくれる人かもしれません。

信頼できる人は，１人である必要はありません。

例えば，この人とあの人で話合って決めてほしい，などのように，複数の人とな

ることもあるでしょう。

思い当たる方がいらっしゃらない方は，将来, 身の回りの手伝いをしてくれる人

や，相談しやすいお医者さん，看護師さんなどかもしれません。

その方たちに，あなたの気持ちを率直に残しておきましょう。

-３-



２．ご自身の代わりに,  治療や介護について話し合う信頼できる方は，どなただと思
いますか？

３．ご自身が受ける治療や支援についての話し合いが必要になった時，ご自身の代わ
りに上記の方に代弁してほしいと思っていることを，直接伝えていますか？

記入日 年 月 日

□ 伝えている □ あいまいにしか伝えていない □ 伝えていない

伝えていない場合，いつ伝えたいですか？

１．もしも，ご自身が病状などにより，自分で考えや気持ちを伝えられなくなる前に，
しておきたいことは何ですか？

□自分の人生を振り返る

□家族や友人とやり残したことを片づける

□大切な人とお会いし，きちんとお別れをしておく

□自分が何を望むかを家族と一緒に確認する

□家族が私の死を覚悟する

□怖いと思うことについて話せる

□死生観について話せる

□僧侶などの宗教家や聖職者に会って，心を落ち着かせることができたり，死を

受け止められるようにしておく

□お金の問題を整理しておく

□あらかじめ葬儀の準備をしておく

□その他（ ）

なぜその方にお願いしたいのか，理由も含めて思いを伝えてみましょう。

□予後不良の病気の診断を受けた時

□余命宣告を受けた後，できるだけ早い内に

□自分の記憶がはっきりしなくなってきたと感じた時

□自分の意識が分からなくなった後

□家族 □友人 □医師 □看護師 □ヘルパー □その他（ ）

（お名前： ）

-４-



□できるだけ早い時期から，病気で自分の身体がどう変わっていくかを，知らせて

ほしい

□できるだけ早い時期から，自分の身体の変化も，余命も知らせてほしい

□余命が（ ）か月以下であれば，自分がどう変わっていくかも，余命も知ら

せてほしい

□病気で自分の身体がどう変わっていくかも，余命も，知らせないでほしい

ステップ３：かかりつけ医に相談してみましょう

１．あなたは病気になった時，病名・病状を知りたいですか？

□ 治る見込みに関わらず，すべて知っておきたい

□ 治る見込みが高い病気であれば，知っておきたい

□ 治る見込みが低い病気であれば，知りたくない

□ 治る見込みに関わらず，知りたくない

２．あなたは，病気で身体がどう変わっていくかや，余命（あとどれくらい生きられ
ると予測されるか）を知りたいですか？

上記のように考えた理由を書いてみましょう。

-５-



記入日 年 月 日

左記のように考えた理由を書いてみましょう。

-６-

その他に知りたい情報などがあれば，具体的にお書きください。



□延命を最も重視した治療

心肺蘇生，気管挿管，人工呼吸器の使用や，集中治療室での治療など，心身に
大きなつらさや負担を伴う処置を受けても，できる限り長く生きることを重視
した治療を受ける。（その中で生じる苦痛な症状については，同時にできる限
りの症状緩和のための治療や支援を受ける）

□延命効果を伴った一般的な内科治療

集中治療室への入院や心肺蘇生，気管挿管，人工呼吸器の使用などの，心身に
大きなつらさや負担を伴う処置までは希望しないが，その上で少しでも長く生
きるための治療を受ける。（その中で生じる苦痛な症状については，同時にで
きる限りの症状緩和のための治療や支援を受ける）

□快適さを重視した治療

治療による延命効果を期待するよりも，できる限り苦痛が少なく，少しでも快
適な暮らし・自分らしい生活を大切にした治療を受ける。（苦痛な症状につ
いては，できる限りの症状緩和のための治療や支援を受ける）

ステップ４：自分の思いをみんなで話し合いましょう

～自分の思いをきちんと伝えられなくなった時を想像して…～

もし，あなたが，自分で考えることができなくなったり，自分の考えをうまく伝えら
れなくなった場合に，どのような治療や介護を受けたいか，もしくは受けたくないか
について，信頼できる家族や友人，お世話してくれる人とともに考えていきましょう。

また，治療や介護を受け，最期を迎える場所についてもあわせて考えてみましょう。

１．ご自身の考えを伝えられなくなった場合に，どのような治療を望みますか？あな
たの考えはどれに近いですか？

-７-

２．ご自身の考えを伝えられなくなった場合の治療や介護について，具体的には，そ
のような治療を希望しますか？（複数回答可）

□胃ろう・点滴

飲み込む力や消化器官の
力が弱くなった場合
に，口以外の場所
から，内臓や血液
に直接栄養や水分
を注入します。

□人工透析

腎臓の機能が弱くなった
場合に，血液中の老廃物
除去・電解質
維持・水分量
維持を人口
で行います。

□輸血・昇圧剤の投与

足りない血液量を補った
り，血圧の低下を
緩やかにする薬の
投与を行います。

□人工呼吸器

自力での呼吸が難しく
なった場合に，口
から気管に管を
通し，肺に
直接空気を
送り込みます。

□気管切開

人工呼吸器の使用が長期
になった場合に，気管に
穴を開けて口以外の気道
を確保し，苦痛や死亡
リスクを軽減します。

□心肺蘇生

心臓も呼吸も止まった場
合に，心臓マッサージを
行ったり，
電気ショック
などの処置を
行います。



３．最期をどこで迎えたいですか？

記入日 年 月 日

■最先端の治療を，
□苦痛のあるなしに関わらず受けたい □苦痛がないなら受けたい
□苦痛のあるなしに関わらず受けなくてもよい □どちらでもよい

■入院は，
□改善の見込みの高い低いに関わらず，医師の提案に従いたい
□改善の見込みが高ければしたいが，できるだけ自宅にいたい
□改善の見込みに関わらずしたくない □どちらでもよい

□自宅 □施設 □病院 □信頼できる家族や友人の判断に任せる

□その他（ ）

４．最期を迎える時，できるだけそばにいてほしい人はどなたですか？（氏名，間柄な
ど）（複数回答可）

-８-

□好きな（ ）をそばに置いておいてほしい

□好きな（ ）（音楽）を流してほしい

□できるだけ家族と一緒に過ごしたい

□友人に近くにいてほしい

□穏やかな気持ちにさせてくれる看護師や介護職にいてほしい

□信頼できるかかりつけ医にいてほしい

□私の価値観や優先順位を伝えている信頼できる人に，意思決定を代わりにして

ほしい

□その他（ ）

治療を受ける際の環境等への希望がありますか？（複数回答可）

なぜそう考えたか，その理由を具体的に書いてみましょう。



ステップ５：自分の思いを伝えましょう

～話し合いをした内容を，かかりつけ医や介護者に伝えておきましょう～

色々考えてきた思いや内容を，あなたの信頼できる人に伝えるだけでは十分ではあ
りません。
あなたの望んでいたことと，専門職が「あなたにとってはこれが一番いい」という

内容と，食い違った時には，信頼できる人が戸惑うことになります。
そのようなことが起こらないためにも，信頼できる家族や友人だけでなく，かかり

つけ医や看護師，介護職も含めて，あなたの周りにあなたの思いを伝えておくことで，
よりあなたの希望が尊重されます。

１．病状が悪化し，自分の考えが伝えられなくなった時に，あなたが望んでいたこと
とあなたの周りの人の考えが違う時はどうしてほしいですか？

□私が望んでいたとおりにしてほしい

□私が望んでいたことを基本として，医療・介護従事者と信頼できる家族や友人で

相談して決めてほしい

□私が望んでいたことと違っても，医療・介護従事者と信頼できる家族や友人で

相談して決めてよい

あなたの希望や考えを具体的に書いてみましょう。

-９-



記入日 年 月 日

-10-

その他，医療や介護に関することで伝えておきたい事を，自由にお書きください。



参考：厚生労働省「これからの治療・ケアに関する話し合い ―アドバンス・ケア・プランニング―」
広島県地域保健対策協議会「ＡＣＰの手引き 豊かな人生とともに ～私の心づもり～」
広島県呉市「人生の彩ノート ―私らしく生きる このまちで―」

おわりに

このノートに書かれたこと，書きながら考えたことなどを

『大切な人』がいる人は，今，伝えましょう。

まだ『大切な人』がいない方は，『大切な人』と出会う時まで

内容を見直しながらノートを保管し，

もしもの時には，ノートのことがわかるようにしておきましょう。

※「気持ちが変わること」はよくあることです。その都度信頼できる家族や友人や
医療・介護従事者と話し合いましょう。


